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児童相談所　時保護所に
おける新たな取り組み

．特 集
子ども家庭福祉援助実践の
新たな展開

　　　　　　　　　　　　すず　　き　たか　ゆき

鵡川好大学文鞠助手鈴木崇之

1．児童虐待への積極的介入施策と児童相談所一時

　保護所における保護ケースの変化

　2000年11月より「児苗：虐待の防1ヒ等に関する法

律」が施行され、児巾相談所は児童虐待問題に対す

る積極的介人を益々求められるようになった。

　同法第八条では、児敬相談所が被虐待児箪：に関す

る通告又は送致を受けた場合、児童相談所長は「速

やかに、当該児敢の安全の確認を行うよう努める」

とともに必要に応じて「一・時保護を行うものとす

る」とされており、被虎待児処遇における・時保護

の重要性が本法律により条文化された形となった、，

　被虐待児処遇における一時保護の稲極的活川につ

いては、1997年6；120口1日厚z1三省児苗家庭局長通知

「児ri‘：虐待等に関する児恒福祉法の適切な運川につ

いて」（児発434り『）においてすでに求められていた

が、このような積極的介入施策の具体的影響は「児

～掴‘B談所における虐待に関する相談処理件数」、「児

竜祁談所における所内’時保波受d・J・W数」および「保

護児苗：．・人あたりの平均保護口数」等の数値的変化

にも現れてきている，、

　虐待相談処理件数は1990年度の1，101件から、1999

年度には11，631件にまで急増している．，

　一’方、一時保護受付件数は199〔｝年度の15，837Vlzか

ら1999年度には16，85tL件へと、虐待相談処理件数と

比較すればf申び率がゆるやかである。また、　・人あ

たりの平均保護ll数を見てみると1990年度の13．60

日から1999年度には15．89Uへと漸増している。

　・時保護受付件数が虐待相談処理件数の増加率に

比して｛斬増に留まっている理山を、一・時保護所が日

常的に満床に近い状態にあり、虐待介入の受け皿と

して使川Lにくいためと考えることもfi］－能である。

　さらに、虐待ケースは’．「L保護してもその後の措

置先を探すのが困難な場合が多く、保護期間が長期

化する傾向にあり、特に措1●先の少ない自治体にお

ける平均保護日数増IJIIの要因となっている。

　しかし、このような1．s．1：的変化に加え、　・1時保護ケ

ー・ スは質的な面でもかってない変化を見せている，，

　一’時保護長期化に結びつくケースは、上記の虐待

ケースの他、「施設不適応」や「ひきこもり」等の

ケースがあげられ、比較的単純な養護相談ケースと

は一線を画した処遇困眺状況を現」易にもたらしてい

る。「施設不適応」とは．・1，1．は施設に措i虻されたも

のの、その環境に馴染めず不登校、非行、対職員暴

力等の「問題行動」を起こし、一・時保1護所に戻され

るケースである。「ひきこもり」ケースは集団の変

化が激しく、ブラバシーが確保されていない生活環

境では、かえって不適応を生じる場令もある。

　このような質世両llliにおける保護ケースの変化の

もと、一一時保護所には以前には考えられなかった新し

い役割や処遇内容が求められるようになりつつある。

　そもそも一時保護の目的は緊急｛呆護・行動観察・

短期入所指導等であり、次の措置先につなげるため
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の経過措置という位i撹づけが．’般的であったtJ

　－・時保謹所の施ll生面に関しても、児童の行動n川

が制限されるなど長期間措置しうる環境ではない。

　虐待を受けていた家族から離れ、安心できる環境

で生活をするべき児最が、　冊保護所でよりストレ

スフルな生活を強いられるケースも少なくない，t

　このような状況でも、［’1の前にいる児童に対応し

なくてはならない職貝たちの聞からは、受け皿が不

備な段階で児1†［ホ1｜談所の虐待介入機能ばかりがll宣伝

される現状に不満を訴える声もヒがっていた。

　厚生労働省は児童虐待の早期発歩己・早期対応に向

けた「入Ll」の整備および・時保護委託や措1『11が吋

能な養fif｜F1．．親、地域小規模児童養護』6i設の増加策等

の「．“111／1」の整備を垂ノ、1〔的に行ってきたが、虚待ケ

ー スの最初の受け1田である．一時保護所そのものに対

する施策が後手に回ったことは否めない．、

　しかし20〔〕］年度厚牛労｛弱1省1r算概要では、　・時保

護所にも非常勤心理療法担．1当職貝を配置する∫ち算が

つけられ、補助基準面手～｛も拡大された。また、　・［1寺

保護所に対’する予算が増えた自治体では職貝を増や

し、ハード面の改訴を行い、常に＃S，ilN状態だった保

護人数の定貝を増やして緊急的状況に対応しうる余

地を生み出そうという動きもあるc、

　ところが、ハード面が改善の方向に向かっても、実

際に現在の時保護所の1／tl1ヒ山面の変化への対策は

各　冊保滋所ごとに模索中という状態である，，そこ

で本稿では、新しい・11，，h…保謹事業を先行的に行って

いる東京都児童：相談センターと神奈川県中央レ巳歳相

談所の取り組みを紹介し、今後の一時保護所のあり

方を考えていくヒでのヒントを探ることとしたい。

2．東京都児童相談センターの治療指導事業

　東京都児世相談センターには’時保護所のイ也に治

療指導課という部署があり、1三に被虐待やひきこも

世界の児巾と吐ヤ1

り、施設不適応等、梢神医学的・’L・埋学的アプロー

チからの治療指導．が必要な児1†1：に対して通所・宿泊

による処遇を行っている。

　都の「if，独ハ11；業である治療指導1∬業は1975年3月か

ら知1的障害幼り己の指導訓練を目的として開始された，．

　1982年1〔〕1．1から学齢の情緒障）1：児の受け人れを開

始し、1985年度からは情緒障害児の宿泊i台療指導を

スタートした．，1997年度からは虐待ケースの’時保

護も実施している、、

　治療指導事業のFl的は「家庭、学校、施設及び養

育家庭などで不適応状態を呈するr・どものうち、従

来の通所指導だけでは1’分な効果が得られない者に

対して、多領域の‘～〔門職種によるチームにより、濃

密で集中n勺な通所指導と宿泊指導を繰り返すことに

より、不適応状態の改善をはかること」である、、

　対象児苗は18歳未満の学歯令児の内、特に「家庭、

学校、施設・養育家庭などで不適応を呈するほどの

情緒的・行動的il／ti乱状態にあるもの。不登校、集1・j1

不適応、家庭内暴力、神経症、心身症、ぐ犯・iJI…行

（金銭持ちだし｝、被虐待児」等とされている。宿

泊定Hは男女8名ずつの計16名で、日中のプログラ

ム参加児敢は宿泊と通所あわせて20名前後である。

　9名のスタッフがローテーションを糸fl．み児鍵の指

導にあたっており、うち5名が心埋職である。また、

課長、医艮、医師の3名が梢神科医である．、

　処遇内容は午前中は学習や心理血接、午後は音楽

療法、造形療法、体育・レクリエーション療法・、家

族療法等の各種グループ療法、夜間はだんらんの時

聞となっている。

　入所期問は通所指導を組み合わせつつも、おおよ

そ3カ）1問とされている。

　虐待ケースは1999年前後から増hllkJ（向にある。一・

時保護所が満床状態のため、物理的に空いていれば

受け人れざるを得ず、治療指導よりも．一’時イ呆護の行
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動観察として受け入れているのが現状である。

　施設不適応児はその多くを、夏休み等の長期休暇

に受け入れている。施設職員を含めてケースカンフ

ァレンスを実施し、最終的には元の施設に戻すこと

を目指している。

　ひきこもりや不登校ケースに関しては、1995年9

月より保護者の治療依頼を直接受ける独自の窓口を

設置し、相談受付の範囲を広げている。

　精神医学・心理学的アプローチとはいえ、困難ケ

ー スの処遇に決まった解答があるわけではない。梢

神科医による医学rl勺診断やベテラン心理職のスーパ

ー バイズのもと、「なぜこの子どもはこのような行

動をとるのか」「受け手側はどのような配慮をした

らよいか」等を各療法のセッションや生活場面等で

直接関わる職員同士が言語化しあいながら、児童と

周囲の人間の心理構造を描き出し、それを保護者や

施設指導貝に伝えていくという、児童の心理的側面

にきめ細かくアプローチする実践を行っている。

　治療指導課の特徴として特筆すべき点は、ネット

ワークの基点としての役割を担っていることである。

　情緒障害児短期治療施設設置の代わりに治療指蝉

課を児童相談センターに附設することにより、地域

児童相談所の一時保護所や児童福オ止施設等の困難ケ

ー ス処遇をバックアップすることが可能となった。

　また、治療指導課で施設職員等のスーパバイズを

するのみならず、心理職と医師が巡回支援を行った

り、虐待ケースの追跡調査等も行っている。

　児童相談所内に情緒障害児短期治療施設と一・時保

護所との双方の機能を兼ね備えたセクションを設置

することにより、一一一時保護所の質量それぞれのケー

ス変化に対する柔軟な対応を行っている。

3．神奈川県中央児童相談所の思春期生活支援事業

神奈川県中央児童相談所は1996年4月の神奈川県
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立総合療育センター完成と移転に伴い、県の単独事

業である白立支援事業をスタートさせた。「短期集

団生活体験を通じて、自立へのきっかけをつかむた

めの支援」を目的に開始された本事業は、1999年度

からは事業名を思春期生活支援事業に変更し、「思

春期の心身ともに揺れ動く、不安定な児童の生活を

支援する」として事業目的に広がりをもたせた。

　児童指慈貝6名、非常勤指導員2名でローテーシ

ョンを組み、指導にあたっている。

　処遇対象は進路支援・就労希望の児並、不登校児、

施設不適応児、そして思春期の被虐待児等である。

　処遇期間は原則的に3カ月以内であるが、ケース

によっては処遇継続がなされることもある。

　処遇内容は就労希望の児童を対象とした「作業グ

ループ」とそれ以外の「学習グループ」に分かれる。

　作業グループは美化活動、調理実習、農芸、個別課

題等の集団活動で生活リズムの確立や就労に対する

意識づけを図り、その後求職活動やアルバイト等の

個別プログラムに移行するe

　学習グループは、午前中に国語・数学・英語等を

各々のレベルとペースに合わせて学習し、午後には

ミーティングや作業、社会体験行事等を行う。

　月2回、少人数のグループでソーシャル・スキル

・ トレーニング（SST）を行い対’人関係能力を高

める練習を行っている。また、週1回5kmマラソン

を行い、基礎体力作りも行っている。

　神奈川県の思春期生活支援事業は、「安心できる

居場所における短期集団生活体験が生活治療の効果

をもつ」という既存の一一時保護所の長所を活かす形

で運営されている点に特色がある。

　もちろん、県立総合療育相談センターには医療的

対応を行う環境は整っている。その上で、思春期生

活支援事業では「治療モデル」よりも、むしろ児童

一 人ひとりの目標に沿った「生活モデル」的アプロ



一 チによって、中学生から18歳に至る児童の自立を

サポートする処遇爽践を行っている。

　自立支援寮を附設する2カ所の都立児童白立支援

施設や白活訓練寮を附’設する児．竜養護施設、そして

自立援助ホーム等の地域ケア資源が充実している東

京都とは異なり、神奈川県は児竜非1．1談所に思春期生

活支援川施設を附1没するという方法を．選択した。こ

れにより、児恒相談所で受付‘可能な相談範囲が拡大

したとともに一’時保護所を本来の日1「i〈）のために使用

できるようになり、大きなメリットとなっている、，

4．まとめにかえて

　2つの事業が単なる　・IL↑保漫所の増床という意味

あいを超え、各自治体の児～置福11ヒシステムの間隙を

塊める形で、　．・時保護ケースの質的・；｝ヒ的変化に対

する新たな処遇実践を行う様．f・を概観してきた。

　東京都の治療指導：事：業は、精神医学的・心理学的

アプローチに基づくスーパーバイズとアフターケア

機能を担いながら、措置先との協力関係を形成し、

地域のケア資源を活かす方向性をもっている，、実際

に困難ケースの生活ケアを実施し、そこからの知見

をフィードバックしながら施設等と連携体ilil」を形成

するという手法は、これからの・11寺保護所が担うべ

き役割のひとつの方向性を示していると思われる。

　また、神奈川県の思春期」生活支援．ll渓は、既存の

一 時保護所の反所を活川しながら、当該自治体の児

i3’：福祉システムの問隙を補完する役割を事業化した

ものとして評価できる。

　だが、これらの取り組みでも対応が難しいケース

が存在することも事実である。例えば、性的虐待に

よるPTSDのケースは男女混合処遇の・時保護所

では難しいし、暴力等の形に行動化するケースの処

遇では職貝の安全が保障されているとは言いがたい

現状であるt．、このようなケースに対する処遇問．題は、

1日界の児巾と悦性

一時保護のみならず、児童福祉システム全体に関わ

る大きな課題として未解決のまま残されている。

　一・時保護所は多様なケースへの柔軟な対応力をも

った部署であるがゆえに、今後もさらにケースロー

ドが高まることが予想される。だが、．一・ll寺保護所の

負担増は、その自治体の児童福祉システムのどこか

に不全があることの反映ともいえる。保護ケースの

質的・最的変化に対応するためには、　・時保護所が

これまで担ってきた役割と今後担っていくべき役割

とを位慣づけil｝1：し、人員配置や処遇内容を工夫する

ことが求められるだろう。本稿で紹介した2つの事

例はその．先行事例として参考になるはずである。

　最後に、後進i．養成の取り組みを紹介しておきたい。

　東京都の治療指導課は数年前から研修生として心

理学専攻の大学院生を受け入れているt・tこれまで児

童相談所心理1｛哉は心理判定貝等「．送り手」であるこ

とが多かった。しかし、現在は生活場面においてケ

アワーカーとともに「受け手」となる人材が求めら

れているため、その養成機関の役判を担っている。

　また、神奈川県では伝統的に一・時保6隻所の非常勤

指導貝として学生を入れている。一’時保護所での臨

床実践経験を積んだ後で、公務貝や福祉施i没職貝と

して活躍している人材も多い。このような即戦力と

なる人材を育成する機能も、最前線の現場たる一・時

保護所の大切な取り組みのひとつであるといえよう。

「キーワード：髄綴所の一時願所一
lvenas祉灘33条にzaづき噛の一日寺職を行うtc　toの施
1設・全国175カ所の児Utt目談所のうち・108カ所に畷（2001

　年齢は2～18tu、相談種別は養護・非行・育成等と幅広い。
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